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高いコンピューティング能力が求められる次世代のシステムやデバイスが世界中で導入される 
昨今、 デジタル経済はエッジにおいて急速に進展しています。 最新の産業用アプリケーション
により、 生産性は新次元へと飛躍を遂げ、 あらゆる場面で企業や消費者向けの自動化が進む 
一方、 生成される膨大な量のデータをエッジで管理、 活用、 保護する必要性も生じています。 
第11世代インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、 
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載したコンガテックの conga-TS570 COM Express 
Type 6 モジュールおよび conga-HPC/cTLH COM-HPC Client Type モジュールなら、世界中
のあらゆる場所で産業用エッジの高度なシステムやアプリケーションを支えるリアルタイムに 
近いパフォーマンス、セキュリティー、拡張性、拡張温度範囲への対応が可能になります。

課題： あらゆる場所で高性能コンピューティングのニーズに応える

製造ロボット、 倉庫の自動化から AI や医用画像まで、 現代の幅広いユースケースに対応する 
ために、 今までの常識を破るような設定や、 遠隔地での安全かつ高性能なコンピューティングの
実現が求められています。 飛行機、 船舶、 列車などを含むあらゆる輸送手段に導入されている 
輸送システムは、 熱、 湿気、 ほこり、 腐食、 高所、 移動、 そして衝撃に至るまでの環境的危険要
因に耐えつつ、 最適な方法で性能を発揮しなければなりません。 また、 過酷な温度下でも年中
無休で稼働できる耐性や精度など、 最新のテストや測定システムで要求される耐久性も考慮 
しなければなりません。 今日のコンピューティング需要を満たすために、OEM各社やその顧客は、 
将来のアプリケーションに必要とされる復元力、 拡張性、 セキュリティー、 信頼性を確保しつつ、
処理を高速化するなど、ますます高度化したモジュラー型のシステムを設計する必要に迫られて
います。

ソリューション： コンガテックの conga-TS570 COM Express Type 6 
および conga-HPC/cTLH COM-HPC Client モジュール

第11世代インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、 
インテル® Celeron® プロセッサーを搭載したコンガテックの conga-TS570 COM Express 
Type 6 および conga-HPC/cTLH COM-HPC Client モジュールは、 産業用アプリケーション
を多くの事業セグメントで展開するために必要なパフォーマンス、セキュリティー、拡張性、相互 
運用性をすべて兼ね備えた設計になっています。 このモジュール型の設計により、 標準的な 
PC の主要機能はカスタマイズされた拡張機能から分離されているため、 柔軟性が最大化 
され、 市場投入までの時間も短縮されます。 PICMG の仕様に基づき設計されたコンガテックの
モジュールは、CPU が世代交代した場合、モジュールを切り替えるだけで容易にアップグレード 
できます。

「チップレベルの設計に比べ、 
適応済みのキャリアボードを基盤と 
するカスタマイズされたシステムは、
設計のほんの一部に過ぎません。 
設計リスクを低く抑えつつ、非常に 
短期間での市場投入を実現します」 

—  クリスチャン・エダー氏 
（コンガテックEMEA マーケティング 
担当ディレクター兼 PICMG の COM-HPC 

小委員会議長）

ソリューション概要
産業用エッジ、AI、ロボティクス
エンベデッド・コンピュート・モジュール

第11世代インテル® Core™ プロセッサー ・ファミリーを搭載したコンガテックの conga-
TS570 COM Express Type 6 および conga-HPC/cTLH COM-HPC Client モジュールは、
新次元のエッジ・コンピューティング・アプリケーションで、リアルタイムに近いパフォーマンス、
拡張性、セキュリティー、復元力を実現します。

優れたパフォーマンス、拡張性、復元力を 
エッジで実現
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仕組み

コンガテックのモジュールは高品質なコンポーネントと高度な機能を 
提供しているため、 OEM 各社およびその顧客はそれぞれのユース
ケースに適した形でのキャリアボードのカスタマイズが可能になり 
ます。 低消費電力で、 リアルタイムに近いコンピューティングが可能
なため、 モーション制御システム、 ロボティクス、 プログラマブル ・ 
ロジック ・ コントローラー（PLC）、 その他の産業オートメーション
のユースケースに最適です。 10年以上の耐用年数を担保するため、 
モジュールには高品質のコンポーネントがエンドツーエンドで組込ま
れています。 これは認定サイクルが長い医用画像システムやその他の
ヘルスケア・ソリューションには不可欠な要件です。 また、リアルタイム 
に近いハイパーバイザーへのサポートでシステム統合が可能になる 
ため、複数のオペレーティング・システムを同時に処理できます。

conga-TS570 COM Express Type 6 conga-HPC/cTLH COM-HPC Client Type

440 ピンのボードツーボード・コネクション（PICMG 規格）により
CPU の拡張が容易

800 ピンのボードツーボード・コネクション（PICMG 規格）により 
CPU のアップグレードが容易で拡張性が向上

3200MT/s メモリーの最大96GB DDR4 DRAM および 
オプションの ECC

3200MT/s メモリーの最大128GB DDR4 DRAM memory および 
オプションの ECC

8x PCIe Gen 3 レーンおよび 
16x PCIe Gen 4 レーン向けの PEG サポート

20x PCIe Gen 3 レーンおよび16x（PEG サポート）および  
4x PCIe Gen 4 レーン

NVME SSD オンボード（1TB） データの高スループット向けの2つの USB 4.0ポート

コンガテック組込み UEFI

内蔵インテル® UHD グラフィックス、最大3DP++ インターフェイスを稼働

システム統合型フラットパネル向けの追加の eDP ポート

2x 2.5GB/s をサポートする内蔵 i225イーサネット・コントローラー（TSN 完全対応）

安定したパフォーマンス向けのコンガテック冷却ソリューション（パッシブおよびアクティブ）

-40°C から +85°C までの産業用温度での使用が可能な仕様

コンガテックのモジュールは以下およびその他の高度な機能を提供しています

「第11世代インテル® Core™ プロセッサー、 
インテル® Xeon® プロセッサー W-11000E シリーズ、 
インテル® Celeron® プロセッサーの機能をすべて備えた 
コンガテックのモジュールは、最も厳しい環境で稼働する 
産業用オートメーション向けの高性能なアプリケーションに
最適です。 前世代の COM Express モジュールからの 
簡単なアップグレードを希望するユーザーにとって、 
COM Express モジュールは最適な選択肢です。 
COM-HPC は、次世代のインテルのテクノロジーに 
対応する大幅に高速化された I/O 処理と高い拡張性で、 
新次元のパフォーマンスを実現します。 
どちらの規格も今後何年にもわたりサポートされます」

—  アンドレアス・ベルクバウアー氏 

（コンガテックの製品ライン・シニア・マネージャー）
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インテル® プロセッサーにより優れたパフォーマンス、
復元力、拡張性をエッジで実現

コンガテックの conga-TS570 COM Express Type 6 および conga-
HPC/cTLH COM-HPC Client モジュールは、 前世代との比較でシン 
グルスレッド性能が最大32%¹、マルチスレッド性能が最大65%向上² 
し、 グラフィックス性能も最大70% 高速化³ した第11世代インテル® 
Core™ プロセッサーを搭載しています。 これらの性能の向上、 特に 
マルチスレッド性能の飛躍的向上により、AI、 ロボティクス、 その他の
データ負荷の高いアプリケーションの処理が大幅に高速化されます。

高スループットのアプリケーション、過酷な環境に対応

第11世代インテル® Core™ プロセッサー、 インテル® Xeon® プロ
セッサー W-11000E シリーズ、 インテル® Celeron® プロセッサーは、 
最大20の PCIe Gen 4.0レーン、 4つの USB 4.0ポート、 2x 2.5GbE
インターフェイスに対応し、 高スループットの産業用ユースケースに
必要な接続を確保します。 OEM 各社およびその顧客はこれらプロ 
セッサーを活用して、例えば自律ロボットでリアルタイムに近いデータ 
処理をするために使用される高速インターフェイスなどを円滑にする
ソリューションを構築できます。 これらのプロセッサーは過酷な環境
下でも安定したパフォーマンスを発揮し、風、ほこり、腐食、運動、衝撃、 
そして－40°C から 85°C までの極端な温度にも高い耐性を発揮しま
す。 そのため、 倉庫自動化ソリューションやスマートカメラから、 製造
ロボット、 医療診断ソリューション、 テストおよび測定システムに至る
まで屋内外に配置される産業用アプリケーションの幅広いニーズに
対応できます。

インテル® Time Coordinated Computing（インテル® TCC）が
リアルタイムに近いデータ処理に対応

第11世代インテル® Core™ プロセッサー、 インテル® Xeon® プロセッ
サー W-11000E シリーズ、インテル® Celeron® プロセッサーの一部の
SKU はインテル® TCC にも対応し、 リアルタイムに近いワークロード
と Time-Sensitive Networking（TSN） の処理時間を短縮させます。
これは、コンガテックの conga-TS570 COM Express Type 6 および  
conga- HPC/cTLH COM-HPC Clientモジュールが、ネットワーク全体 
でデータの同期化と実行をすることで決定論的コンピューティングを
向上できる強力なソリューションです。 独自のシステムやオープン
ソースのシステムでリアルタイムのチューニングを容易にするために、
インテルはツール、 ライブラリー、 API を提供しています。 対応する 

リアルタイム・ハイパーバイザーおよびオペレーティング・システムには、
Wind River VxWorks、Real Time Systems が含まれます。

高速な AI 処理のための高度な機能

インテルのプロセッサーでのみ利用可能なインテル® アドバンスト ・ 
ベクトル・エクステンション512（インテル® AVX-512）は、迅速な画像 
解析、 音声 / 映像処理、 暗号化処理向けの AI ワークロードを加速し
ます。 そしてインテル® ディープラーニング ・ ブースト（インテル® DL
ブースト） が、 画像分類、 音声認識、 オブジェクト検出などのワーク 
ロードに使用される、 より精度の低いデータタイプの推論性能を強化
する新たな命令セットで、インテル® AVX-512をさらに拡張させます。

広範なアプリケーション・サポート、リアルタイムに近いデータ転送

第11世代インテル® Core™ プロセッサー ・ ファミリーが実現する 
コンピューティング性能は、 産業用エッジサーバー、 マルチデバイス、 
リアルタイム制御システム、 マルチカメラ・ コンピューター・ ビジョン、
ディープラーニング推論システムなど、 ほぼリアルタイムで CPU への
データ転送が要求されるさまざまな産業用ユースケースに対応します。

第11世代インテル® プロセッサーの主な特長は以下のとおりです。

•   第3世代のインテル® 10nm SuperFin テクノロジー、  
最大 CPU コア数8、最大動作周波数4.7GHz

•   最大32EU のインテル® UHD グラフィックス、4x4K または 1x8K の
ディスプレイ、 最大2つのエンコード機能とデコード機能用のハード
ウェア・ブロックがあるビデオデコード・ボックス（VDBoxes）

•   リアルタイム ・ コンピューティング向けのインテル® TCC および 
Time-Sensitive Networking（TSN）

•   プラットフォーム認証を円滑化するインテル® ファンクショナル ・
セーフティー ・ エッセンシャル ・ デザイン ・ パッケージ（インテル® 
FSEDP）

•   組込み型かつ拡張温度対応の産業用クラスSKU

•   内蔵 Thunderbolt™ 4/USB4、20レーンの PCIe Gen 4.0、  
ディスクリート型のインテル® Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2

•   インテル® トータル ・ メモリー ・ エンクリプション（インテル® TME） 
によるハードウェア・ベースのセキュリティー

•   インテル® oneAPI ツールキット、インテル® ディストリビューションの 
OpenVINO™ ツールキット、インテル® TCC ツールによるサポート

•   商用版オペレーティング ・ システムとオープンソースのオペレー 
ティング・システム、リアルタイムOS、ハイパーバイザーをサポート

第11世代インテル® 
Core™ プロセッサー・ 
ファミリー

前世代のプロセッサーとの比較

32%
シングルスレッド性能が 
向上1

最大

65%
マルチスレッド性能が 
向上2

最大

70%
グラフィックス性能が 
高速化3

最大

構成の詳細については、補足資料を参照してください。 パフォーマンスやベンチマーク結果の詳細については、http://www.intel.com/benchmarks/（英語）を参照してください。

https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/
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何層ものセキュリティーにより、チップレベルでデータを保護

現在、エッジで生成される消費者、企業、公的セクターの機密性が高い 
データの量は急激に増大しています。 各企業はリスクを軽減するため、 
世界で最も厳格なセキュリティーに関するグローバルレベルのプロ
トコルや規制を遵守して、 データの安全を確保しなければなりません。
第11世代インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッ
サー W-11000E シリーズ、 インテル® Celeron® プロセッサーの一部
の SKU は、 データ保護に必要なハードウェア対応の高度なセキュリ
ティーのすべてをチップレベルに至るまで提供します。

•   インテル® トータル・メモリー・エンクリプション（インテル® TME）で 
物理メモリーの完全暗号化が可能になり、コールドブート、フリーズ 
スプレー、 DIMM 除去などのハードウェア ・ レベルの攻撃に対する 
防御が実現

•   インテル® ブートガードおよびインテル® トラステッド・エグゼキュー
ション・ テクノロジー（インテル® TXT）はセキュアブートを確立し、
安全なコンピューティングの基盤を提供

•   インテル® キー・ロッカーで、暗号化キーや複合化操作 / 暗号化操作 
を保護

•   リアルタイム ・ ハイパーバイザーは、 一般的にフットプリントの小
さい Linux 環境の完全な独立型オペレーティング・ システムであり、 
1つのコアにすべての外部データが通過するファイアウォールまたは
ゲートウェイとしての役割を持たせ、セキュリティーを強化

詳細情報

コンガテックのモジュール機能についての詳細は congatec.com/
tiger-lake-h-modules（英語） をご覧いただくか、 info@congatec.
com にご連絡ください。  

第11世代インテル® Core™ プロセッサー、インテル® Xeon® プロセッ
サー W-11000Eシリーズ、インテル® Celeron® プロセッサーのメリット 
についての詳細は intel.co.jp/tigerlake-h をご覧ください。

まとめ： インテルとコンガテックでインダストリー4.0 
を推進

今日のエッジ ・ コンピューティング ・ ソリューションは企業や経済に 
新たな変革をもたらしています。 第11世代インテル® Core™ プロ 
セッサー ・ ファミリーで構築されたコンガテックの conga-TS570 
COM Express Type 6 および conga-HPC/cTLH COM-HPC Client
モジュールは、 今日の非常に複雑な産業用ユースケースに特有な 
ニーズに対応するために必要な、 優れたパフォーマンス、 セキュリ
ティー、拡張性、復元力を備えた設計になっています。 高速処理が可能 
で、高品質なコンポーネントで構成された低消費電力のコンガテックの
モジュールを活用すれば、OEM 各社およびその顧客はイノベーション
を迅速に市場投入するために必要な基本要素が確保され、多くの分野
で産業オートメーションを推進できます。

1.   SPECrate2017_int_base（1-copy）IC19_0u4で測定。 シングルスレッド性能が最大32% 向上（推定）。
2.   SPECrate2017_int_base（n-copy）IC19_0u4で測定。 マルチスレッド性能が最大65% 向上（推定）。
3.   3DMark_v2.11 - Win10 v2009 - Fire Strike - graphics score で測定。 グラフィックス性能が最大70% 高速化。

通知と免責事項
インテル® アドバンスト ・ ベクトル ・ エクステンション（インテル® AVX） は、 特定のプロセッサー演算に高 
スループットを提供します。 処理能力特性の違いにより、AVX 命令を使用しても、a） 一部の演算が定格周波
数より遅くなる場合があり、b）インテル® ターボ・ ブースト・ テクノロジー2.0による一部の演算では、 任意の
ターボ周波数や最大ターボ周波数に達しない場合があります。 パフォーマンスは、ハードウェア、ソフトウェア、 
システム構成により異なります。 詳細については、intel.co.jp/turboboost を参照してください。
性能は、使用状況、構成、その他の要因によって異なります。 詳細については、www.intel.com/performance 
index（英語）を参照してください。
性能の測定結果は構成情報に記載された日付時点のテストに基づくものです。 また、 公開中のすべての 
アップデートが適用されているとは限りません。 構成の詳細については、 補足資料を参照してください。 
絶対的なセキュリティーを提供できる製品やコンポーネントはありません。
SPEC®、SPECrate® および SPEC CPU®は、標準性能評価法人（SPEC、Standard Performance Evaluation  
Corporation）の登録商標です。 詳細についてはspec.org/spec/trademarks.html（英語）を参照してください。
インテルは人権を尊重し、 人権侵害の発生を回避するように尽力しています。 詳しくはインテルの世界的 
人権主義をご覧ください。 インテルの製品とソフトウェアは、 国際的に認められている人権を侵害しない、 
または侵害の原因とならないアプリケーションに使用することを目的としています。

適用される安全に関連する要件または規格への準拠など、 システム全体の安全性についてはお客様の責任
となります。
コードネームは、 インテルが開発中で一般に公開されていない製品、 テクノロジーまたはサービスを識別 
するために使用しています。 これらは 「商用」 の名称ではなく、 商標として機能することを意図したものでは
ありません。
インテルは、 サードパーティーのデータについて管理や監査を行っていません。 正確さを評価するには、 
ほかのソースを参照する必要があります。
実際のコストと結果は異なる場合があります。
インテルのテクノロジーを使用するには、 対応するハードウェア、 ソフトウェア、 またはサービスの有効化が 
必要となる場合があります。
© Intel Corporation. Intel、インテル、Intel ロゴ、その他のインテルのマークは、Intel Corporation または
その子会社の商標です。 その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

プロセッサー： インテル® Core™ i7-11850HE（TGL-H）PL1=45W TDP、8C16T ターボ時最大4.7GHz
グラフィックス： インテル® グラフィックス第12世代 GFX
メモリー： 32GB DDR4-3200
ストレージ： インテル® SSD 545S（512GB）
OS： Windows 10 Pro 20H2
Bios： TGLSFWI1.R00.4151.A01.2104060640（公開日： 04/06/2021）
CPUz マイクロコード： 28h

プロセッサー： インテル® Core™ i7-9850HE（CFL-H）PL1=45W TDP、4C8T ターボ時最大4.4GHz
グラフィックス： インテル® グラフィックス第9世代 GFX
メモリー： 32GB DDR4-2666
ストレージ： インテル® SSD 545S（512GB）
OS： Windows 10 Pro 20H2
Bios： CNLSFWR1.R00.X216.B01.2006110406（公開日： 06/11/2020）
CPUz マイクロコード： D6h

コンガテックについて

コンガテックは、 組込みコンピューティング製品を中心に急 
成長を遂げているテクノロジー企業です。 同社の高性能なコン 
ピューター ・ モジュールは産業オートメーション、 医療テクノ 
ロジー、 輸送、 通信、 その他数多くの産業で、 幅広いアプリケー
ションやデバイスに利用されています。

congatec.com

「コンガテックは、インテル・プラチナ・メンバーとして、 
新しいテクノロジーを共同開発し、当社製品の市場投入 
までの時間を短縮できるアーリー・アクセス・プログラムなど、 
インテルが提供する多くのサポートが利用可能です。 
インテルのテクニカル・サポート・チームは 
コンガテックにとっても素晴らしいリソースです」 

— ジェラルド・エディ氏（コンガテックの CTO）

パフォーマンスやベンチマーク結果の詳細については、http://www.intel.com/benchmarks/（英語）を参照してください。

インテルの構成
性能の測定結果は2021年5月25日時点のインテルの測定に基づいています。

349235-001JA 
JPN/2111/PDF/TAG/MKTG/TY

https://www.congatec.com/en/technologies/intel-tiger-lake-h-modules/
https://www.congatec.com/en/technologies/intel-tiger-lake-h-modules/
mailto:info%40congatec.com?subject=
mailto:info%40congatec.com?subject=
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/platforms/details/tiger-lake-h.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html
https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/
https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/
http://www.spec.org/spec/trademarks.html
https://www.intel.co.jp/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/ja-policy-human-rights.pdf
https://www.intel.co.jp/content/dam/www/public/us/en/documents/corporate-information/ja-policy-human-rights.pdf
http://www.congatec.com
https://edc.intel.com/content/www/jp/ja/products/performance/benchmarks/overview/

